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研究員

トロフィーと副賞（企業
協賛品等）

した。御協力いた
だきました皆様に
感謝いたします。

河田 晋作

表彰（森田浩治 センター理事長）

初代最優秀の栄冠に輝いた新居浜南高校ユネスコ部

24

2018.4

えひめ地域政策研究センター

会」、松山工業高校「繊維科防火・防
災研究グループ」、野村高校 「農業
クラブ」、伊予農業高校「生活科学科
食物班」
平成 年１月 日に内子自治センター
で表彰式が行われ、最優秀賞・優秀賞を受
賞 し た ３ 校 に は、活 動 発 表 も 行 っ て 頂 き
ました。当日は、多くの方が会場に集ま
り、温かい雰囲気での表彰式となりまし
た。表彰にあたっては、愛媛県、愛媛県
教育委員会、報道機関各社の御後援を頂
きました。ま
た、主催者に
よる表彰に加
え、若者の地
域づくり活
動に御理解
を頂いた企
業・団体か
ら御協賛を
頂き、副賞
として若者
の今後の活
動の糧とな
る貴重な賞
品等のご提
供を賜りま
30

えひめ地域づくりアワード・ユース２０１７
（公財）えひめ地域政策研究センター
は、「えひめ地域づくり研究会議」との
共催で、高校生等の地域づくりに関する
実践活動を表彰する『えひめ地域づくり
アワード・ユース』を創設しました。次
世代の地域づくりの担い手となる若い世
代の活動を支援し、持続可能な地域活性
化を促進することを目的としています。
第１回となる今回は、県内の高等学
校・中等教育学校・高等専門学校 校か
ら グループの応募がありました。ど
の取り組みも地域とのつながりを大切に
し、高校生らしく若さあふれるすばらし
い活動でした。高校生への地域づくりへ
の関心の高さと、柔軟な発想力に驚かさ
れました。審査の結果は次の通りです。
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最優秀賞
新居浜南高等学校「ユネスコ部」
優秀賞
今治西高等学校「海外研究部」
三崎高等学校「三崎たいせつ隊」
審査員特別賞
上浮穴高校「上高クロモジ研究グルー
プ」 、西条高校「マーケティング選
択生」、松山北高校「生徒会」、伯方
高校「サイクリングイベント実行委員

開会挨拶（山本司
センター長）
活動発表の様子
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愛媛県立新居浜南高等学校

ユネスコ部

活動の概要

とで、「地域共創への活動実践」へと結
び付けて行きました。

活動の成果と今後の展望

今回の活動は、生徒の「シビックプラ
イド」の高まりに加え、人間形成やキャ
リア教育への充実にも大きな成果を得ま
した。
また、若者の活動する姿を見て、活躍
のチャンスが創出されるなど、地域が変
わりました。
新年度、本校では「地域共創系列」が
本格始動します。目指すのは、ふるさと
を愛し、ふるさとに貢献する立派な大人
と持続発展可能な新居浜づくりです。そ
の為のカリキュラムの開発、実施の具現
化が課題となっています。
その課題解決のため、得られた貴重な
成果を基
盤に、よ
りいっそ
う産官学
の絆を強
く結び、
若い世代
による地
域づくり
を推進し
て行きま
す。

2018.4
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あかがねプロジェクト２０１７
～ふるさと新居浜を未来へつなぐ～

別子銅山現地研修会（松山南・西条・新居浜南高）

はじめに、別子銅山への登山現地調
査、オーラルヒストリー活動（別子銅山
稼働時の関係者からの聴き取り調査）
などを行い、自らの足で学びを積み重ね
る「歴史・文化の研究実践」を行いまし
た。
次に、行政、大学、NPO等が主催し
て開催される研修会や学習会への参画、
自らが主催し、同様な活動を行っている
他地域、あるいは他団体などと協働した
「魅力発見の研修実践」を行いました。
そして、研究および研修実践を通して
身に付けた知識や能力を知恵として活か
し、地域の魅力を情報発信するイベント
やワークショップを企画・運営する「魅
力発信の活動実践」を行いました。
それらの
実践によっ
て得た課題
を収集・蓄
積・整理・
分析しまし
た。産官学
で協議、協
働し、高校
生の視点で
課題解決へ
向けた更な
る活動を積
み重ねるこ

新居浜市観光振興計画策定会議

活動の目的
四国屈指
の工業都
市・新居
浜の基礎づ
くりに大き
く貢献した
のが別子銅
山です。し
かし、昭和
年に閉山
後、人口減少、経済の衰退など、多くの
課題を抱えています。
そこで、私たちは先人の偉業や体験の
記憶、近代化産業遺産の保存･活用を産
官学が連携・協働し、高校生の視点で地
域活性化を目指す「あかがねプロジェク
ト２０１７」を立ち上げました。
その活動を通して、地域への誇りや愛
着である「シビックプライド」を高め、
将来の地域リーダーの育成を図ること
が、ふるさと新居浜を持続発展可能な地
域づくりにする大きな鍵になると考えま
した。
ユネスコ部が活動の核となり、生徒会
活動、学校行事、教育課程など学校全体
を巻き込んだ実践としました。
48

愛媛県立今治西高等学校

海外研究部

元スーパーと協
力してロースト
カカオを使った
レシピを考え、
フェアトレード
惣菜を発売した
り、様々な人をつ
ないで、協力の輪
を広げることが、
フェア ト レ ー ド
の普及につながっ
てきています。
４ まとめ
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「フェアトレードタウン今治運動」を通
しての町づくり

１ はじまりは
教科書

そこで、注目したのが「フェアトレー
ドタウン」という制度です。これは、町
ぐるみでフェアトレードを推進する取組
で、「日本全国に広げるのは無理でも、
自分たち
の 足 で
稼いで、
今治市内
に な ら
フェアト
レードを
普及でき
る。」と
信じて活
動に取り
組みまし
た。
３ 町づくり＝人作り

フェアトレードタウン条件

フェアトレードタウン運動は、フェア
トレードという手段を利用して町づくり
をする運動です。人と人がつながり、高
い志を共有することが今治市民にシビッ
クプライドを持たせます。また、カカオ
豆の産地を知ることで、世界の食糧や貧
困の問題を知るグローバルな食育とし
て、子ども達の世界観を育てます。
平成 年度に実施した今治市議会議員
へのアンケートで、 名中 名が「議員
として（フェアトレードについて）知る
必要がある」と答えました。これは、地
域の将来を思う、責任ある大人の言葉と
して私たちは重く受け止めました。地域
の人々と歩調を合わせながら、世界に誇
れる「町づくり」に係わっていきたいと
考えます。
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海外研究部
は、平成 年
度にフェアト
レード推進活
動を始めまし
た、英語の教
科書に、児童
労働とその解
決方法として
のフェアトレードが紹介されており、そ
れを読んだ部員が主な活動として取り上
げたいと提案したからです。私たちは、
開発途上国の持続可能な開発に貢献し、
児童労働に携わる子供達の生活環境と教
育の向上を目指すことにしました。

「フェアトレード・タウン運動」は町
づくりを通して、人作りに貢献していま
す。タウン運動
では、市民との
関わりが活動
の中心となり
ます。フェア
トレードの今
治タオルを製
造しているタ
オルメーカーを
紹介したり、地

基準６

推進組織の設立と支持層の拡大
運動の展開と市民の啓発
地域社会への浸透
地域活性化への貢献
地域の店によるフェアトレード産
品の幅広い提供
自治体によるフェアトレードの支
持と普及

基準１
基準２
基準３
基準４
基準５
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２ フェアトレードタウン運動
私たちは、スーパー店頭でのフェアト
レード商品の販売促進に取り組みまし
た。一定の売り上げを得て、達成感も味
わいながら、数百人にしかフェアトレー
ドを知ってもらえなかったことで、自分
達の活動方法に疑問に思うようになりま
した。
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商店街のヒアリング調査
惣菜の試作

26

ふるさとのバトン
三崎たいせつ隊

さい」と温かいお言葉をいただいた。

３ バトンを未来へ

私たちはもうすぐ卒業し、一時的にふ
るさとを離れるけれど、それぞれの場所
でふるさとを思い、ふるさとのために行
動したい。そして、後輩にもこの思いを
つなげていきたい。私たちが、たくさん
の先輩方から、その思いとふるさとを受
け継いだように。これからも、自分た
ちのふるさとの未来を作るのは自分たち
だという気持ちを持って活動していきた
い。

漂流物アートメインオブジェ

愛媛県立三崎高等学校

くの人が参
加し、楽し
めるイベン
トとして
「漂着物
アートフェ
スティバ
ル」を開催
した。
材料集め
を兼ねて海岸清掃に出かけたり、会場と
してお借りした廃校となった中学校の清
掃活動を行ったりして準備を進め、８月
日のイベント当日を迎えた。
１日かけてブイを使ったアートイベン
トである、「ブイプランター作り」と
「ブイアートコンテスト」、スポーツイ
ベントの「ブイリンピック」を行い、２
歳のお子様から社会人の方まで 名程度
の方に参加していただいた。
これらの行事と平行して、漂着物であ
るカキ養殖のパイプを使ってメインオブ
ジェを制作した。高さ約３メートルの支
柱に１日かけてパイプを貼り付けていっ
た。地域の方に協力していただき、 時
分には点灯式が行われた。点灯に先立
ち、私たちがこのイベント、地域に対す
る思いを話させていただいた。カウント
ダウンの後、照明が付けられたときには
大きな歓声が上がった。地域の方からも
「高校生が町の中で活動してくれると賑
やかでいい」「ぜひ、来年もやってくだ
登龍門
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１ 私たちの１歩
私たちの住む
伊方町は、四国
の最西端に位置
し、人口１万人
弱の小さな町で
ある。私たちは
これまで、「な
い」ことが当た
り前だと思っていた。それは変えようが
なく、将来は都会に出て行くことが当た
り前だと思っていた。そのような私たち
の考え方は高校入学後に「三崎おこし」
という地域活性化に取り組む授業に出
会ってから大きく変わった。ふるさとを
愛し、守りたいと思うようになった。そ
して私たちは、この愛すべき小さな町の
未来が大きく変わることを強く願い、行
動してきた。
２ 漂着物アートフェスティバル
昨年度、海岸清掃のボランティアを
行った際、あまりの漂着ごみの多さに
ショックを受けた。その時に拾ったブイ
を利用して地域の方の指導を受けなが
ら、「登龍門」というアート作品を作っ
た。今年度はこのブイを素材にもっと多
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